平成３０年４月１９日発行
（4月16日時点の内容です）

４月９日 から ４月１６日 までに受理した求人です。

重機オペレーター（岩手県
下閉伊郡岩泉町）
雇用期間の定めなし
正社員
土木作業員（岩手県下閉伊
郡岩泉町）
雇用期間の定めなし
正社員
大型運転手≪急募≫
雇用期間の定めなし
正社員
普通土木作業員「建設」≪
急募≫
雇用期間の定めなし
正社員
介護職員（臨時）「介護」
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

造成工事、水路工事、外溝工事他に伴う重機オペ
レーター業務全般。

2人

正社員
管理栄養士・栄養士≪急募
≫
雇用期間の定めなし
正社員
データ整理、事務補助（期
限付臨時職員）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

＊現場への直行・直帰可
＊週４０時間勤務
不問
造成工事、水路工事、外溝工事他に伴う一般土木
作業全般。

1人

1人

1人

不問
ケアマネンジメント業務を行います。ケアプラン
の作成、相談業務、要介護認定の申請代行、利用
者への支援や関係機関への連絡・調整などを行い
ます。訪問相談などの外出用務の際には施設車を
使用します。その他、報告書類の作成や電話応対
59歳以下
利用者の栄養管理業務となります。主に高齢者約
１００名の栄養ケアマネジメント、パソコンを使
用し献立作成、食材発注業務等を行います。また
調理スタッフ６名と共に調理業務も行っていただ
きます。事前見学可能ですのでご相談ください。
59歳以下
岩泉林務出張所での勤務です。窓口での来客応
対、電話応対、パソコン操作によるデータ整理や
図面の作成等の事務補助をしていただきます。近
隣の関係機関（徒歩圏内）に印刷物を配布してい
ただくことがあります。
不問
大型トラック（１０ｔ～１５ｔ車）を運転し、肥
料・飼料など、荷主の要望に応じて貨物の積卸し
及び、配送業務を行います。主な配送は県内とな
ります。手積みでの作業も含まれます。

雇用期間の定めなし

1人

正社員
大工「建設」

45歳以下
一般住宅の建築および内装、外装などの大工仕事
に従事していただきます。現場は宮古～山田がほ
1人 とんどです。大工経験のある方を求めておりま
す。

正社員
（派）一般事務［宮古市］
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）
有期雇用派遣
一般（現場）事務［宮古
市］
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
現場監督補助（土木分野）
［岩手県］
雇用期間の定めなし
正社員
大型ダンプ運転手［宮古
市］
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
現場監督補助（建築分野）
［岩手県］
雇用期間の定めなし
正社員
トンネル工事の土木施工管
理（岩手県宮古市）
雇用期間の定めなし
無期雇用派遣
（下閉伊郡山田町）土木作
業員
雇用期間の定めなし
正社員
事務局運営に係る業務（宮
古市配置）復興支援員
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外

不問
・土木工事に関する事務業務
・支払、請求等整理業務
1人 ・庶務一般事務
・その他付随する業務
不問
・建設業における事務全般補助業務
・各種書類作成、電話応対、来客対応、事務所内
1人 清掃等
・各種ファイル等作成（テプラ、タイトルブレー
ンを使用し たラベリング・インデックス作成）
不問
土木工事における管理業務（現場監督）を行って
頂きます。
1人 ・工事における写真の撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認
・現場での安全確認業務
59歳以下
ダンプ（大型）運転
・主に土砂の運搬など（現場による）

5人

1人

2人

5人

2人

賃

金

就業時間

車両系基礎工事用運転
(1) 8時00分～17時00分
車両系整地掘削用運転
車両系解体用運転
207,000円～276,000円

(1) 8時00分～17時00分

フルタイム
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

北海道札幌市白石区本郷 エヌ・エス工業
通５丁目南２番１６号

01230- 8331781
北海道札幌市白石区本郷 エヌ・エス工業
通５丁目南２番１６号
岩手県下閉伊郡岩泉町

大型自動車免許一種
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時00分

180,200円～201,400円

01230- 8333281
岩手県下閉伊郡岩泉町二 有限会社 三上建
升石字坂の下３－１
設
岩手県下閉伊郡岩泉町

経験者（必須）

普通自動車免許一種
(1) 8時00分～16時30分

179,600円～190,200円
土木作業経験「建設」
（必須）

03030- 1640881
岩手県下閉伊郡岩泉町二 有限会社 三上建
升石字坂の下３－１
設
岩手県下閉伊郡岩泉町

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分
139,100円～160,500円 (2) 9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

03030- 1641281
岩手県下閉伊郡山田町山 社会福祉法人 正
田１６－９－１０
受会 特別養護老
人ホーム平安荘
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種
介護支援専門員

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

170,000円～200,000円

03030- 1643081
岩手県下閉伊郡山田町山 社会福祉法人 正
田１６－９－１０
受会 特別養護老
人ホーム平安荘
岩手県下閉伊郡山田町

管理栄養士
又は栄養士

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分
161,000円～161,000円 (2) 8時00分～12時00分

03030- 1645681
岩手県下閉伊郡山田町山 社会福祉法人 正
田１６－９－１０
受会 特別養護老
人ホーム平安荘
岩手県下閉伊郡山田町

(1) 8時30分～17時15分

126,276円～146,268円
パソコン操作（ワード・
エクセル）のできる方

普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

143,000円～199,000円

03030- 1646981
岩手県下閉伊郡岩泉町岩 沿岸広域振興局宮
泉字松橋２４－３ 岩泉 古農林振興セン
地区合同庁舎２階
ター林務室 岩泉
林務出張所
岩手県下閉伊郡岩泉町
03030- 1647581
岩手県宮古市小山田１丁 宮古港湾運送 株
目４４
式会社
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

216,000円～280,800円

03030- 1649781
岩手県宮古市松山７－１ 株式会社 鈴喜建
３－４
設
岩手県宮古市

大工経験者

(1) 8時00分～17時00分

160,000円～160,000円
エクセル・ワード基本操
作

変形（１年単位）
パソコン操作（メール、
(1) 8時00分～17時00分
エクセル、ワード）の入 130,000円～150,000円
力程度、書類整理（ファ
イリング）などこまめに
できる方

普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

236,240円～440,640円

03030- 1651381
宮城県仙台市青葉区中央 株式会社 ＪＲ東
４丁目１０－３ 仙台
日本パーソネル
キャピタルタワー６階
サービス 東北支
店
岩手県宮古市
04010-27319581
宮城県仙台市宮城野区榴 株式会社 ナス
岡３丁目１０－７ サン キー 仙台東口支
ライン第６６ビル７階
店
岩手県宮古市

04010-27379881
宮城県仙台市青葉区本町 株式会社 オンサ
２丁目１０－３３ 第２ イト
日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

大型自動車免許一種

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

242,000円～242,000円
現場：岩手県・宮城県・福島県のいずれか
不問
建築工事における管理業務（現場監督）を行って
頂きます。
・工事における写真の撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認
・現場での安全確認業務
59歳以下
トンネル工事現場での管理業務を担当していただ
きます。
・工事スケジュールの作成、管理
・現場での測量、丁張、図面の作成、修正（ＣＡ
Ｄ使用）
不問
＊ 現場での土木作業業務を行っていただきま
す。
当面は、いわき市内にてトラフ敷設、下水
工事等を
行っていただきます。
不問
三陸ジオパーク・三陸ＤＭＯ・三陸防災復興プロ
ジェクト２０１９の推進業務
・関係団体・地域住民等へのジオパークの普及啓
発
・地域ジオパーク推進協議会活動の支援、参画
不問

TEL 0193－63－8609

岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター経験者

184,000円～230,000円

＊現場への直行・直帰可
＊週４０時間勤務
不問
大型運転業務全般に従事していただきます。土砂
等をダンプに積込み・掘削・整地等の作業を行い
1人 ます。現場内及び一般道の運転業務です。また状
況により土木作業も行っていただきます。出社後
社用車に乗合で現場移動となります。
不問
土木作業業務全般に従事してます。道路、水路、
上下水道等において、手作業による整地、コンク
3人 リートの練りや充填、側溝付けなどの構造物の設
置等の作業を行います。有資格者の方には重機操
作も行っていただきます。現場間の移動は乗合で
不問
入所者の介護業務となります。入所者（１００
名）の身の回りのお世話・食事・入浴・排せつ・
1人 移動などの介助、リネン交換・掃除・洗濯などの
手助けを行っていただきます。

正社員以外
大型トラック運転手

雇用期間の定めなし

必要な免許資格
必要な経験など

3人

正社員以外
介護支援専門員「介護」
雇用期間の定めなし

仕事の内容
年
齢

宮古公共職業安定所

＜次回発行日は ４月２６日です＞

◎
この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。 ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。
◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参くだ
◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。
◎
面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。
◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがありま
さい。
職種・雇用期間・雇用形態求人数

ハローワーク 宮古

04010-27422581
宮城県仙台市青葉区本町 有限会社 パス
２丁目６番３５号第七広
瀬ビル３Ｆ
岩手県宮古市

大型ダンプ経験者

普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

236,240円～440,640円

04010-27433881
宮城県仙台市青葉区本町 株式会社 オンサ
２丁目１０－３３ 第２ イト
日本オフィスビル７階
岩手県宮古市、他

(1) 8時00分～17時00分

350,000円～550,000円

04010-27447981
札幌市中央区北２条東１ 株式会社 アイエ
７丁目２番地
ンジニアリングス
タッフ
岩手県宮古市

現場経験のある方

普通自動車免許一種
(1) 7時30分～17時30分

260,400円～282,100円

01010-15651981
北海道旭川市東光１８条 株式会社 永進工
９丁目２番１２号
業
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分
会議資料等を作成できる 194,400円～194,400円
パソコン操作
（ワード、エクセル・パ
ワーポイント等）

01030- 6025981
岩手県盛岡市内丸１０－ いわて定住・交流
１ 岩手県政策地域部地 促進連絡協議会
域振興室内
岩手県宮古市

03010- 9936981
1

事務局運営に係る業務（宮
古市栄町配置）復興支援員
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
事務職／正社員（宮古工
場）
雇用期間の定めなし
正社員
配送運転手≪急募≫
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
品質管理（検査業務）／山
田
雇用期間の定めなし

三陸鉄道の活用促進業務
・ジオパーク、三陸鉄道等の地域資源を生かした
1人 観光商品
プログラムの造成
・三陸鉄道を生かした三陸防災復興プロジェクト
不問
水産物の製造業務をしている工場です。電話の対
応、受注、発注、外出用務（郵便局など）、パソ
1人 コンによる入力作業等、一般事務の仕事です。パ
ソコンは基本操作（ワード・エクセル等）ができ
れば可能です。操作については指導します。外出
64歳以下
２トン車を運転して、川井地区への給食の配送業
務を行っていただきます。２名での配達となりま
1人 す。トラック運転経験のある方及び配送経験ある
方は優遇します。

1人

正社員
金型加工（岩泉）
雇用期間の定めなし

1人

正社員
乗務員
雇用期間の定めなし

1人

正社員
税務会計スタッフ
雇用期間の定めなし

1人

正社員
配送運転手
雇用期間の定めなし
正社員
セレモニースタッフ≪急募
≫
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務（本社・やすらぎ
ホール）≪急募≫
雇用期間の定めなし

1人

2人

2人

正社員
調理（つぼ八）
雇用期間の定めなし

1人

正社員
調理補助（つぼ八）
雇用期間の定めなし

2人

正社員
調理兼ホール（つぼ八）
雇用期間の定めなし

2人

正社員
ホール係（つぼ八）

不問
コネクター用プレス端子加工および金型設計・製
作を主要とした業務を行っております。その内
の、製品検査の担当者を募集します。工具・顕微
鏡による製品測定と、実体顕微鏡を使用した外観
検査などを行っていただきます。詳細は当社ホー
64歳以下
当社岩泉工場において、金型加工の仕事に従事し
ます。当社は電化製品や自動車で使用されるコネ
クタという電子部品を造っている会社です。コネ
クタ生産に必要な金型や設備パーツを工作機械を
使って加工するお仕事です。
59歳以下
タクシーの乗務員として運転業務に従事していた
だきます。就業場所は宮古市板屋の営業所となり
ます。おもにタクシーの運転、出庫前の車両点
検、料金収受、乗務記録、洗車などを行っていた
だきます。
64歳以下
会計事務所での会計業務一般、税務申告業務を行
います。会計ソフト入力、ワード、エクセルを使
用しての書類作成、電話、来客対応、税理士補助
業務、その他付随する業務および指示された業務
を行います。外出用務もあります。（社用車使
不問
住宅用建材の配送業務を行います。配送車は４ｔ
車（小型移動式クレーン付）で、積込み、荷下ろ
し作業も行います。エリアは岩手県内全体、場合
によって宮城県県北方面があります。宮城県県北
方面への配送の際は、早朝勤務で日帰りとなりま
64歳以下
本社ではお客様とセレモニーの打ち合わせなど行
います。場合によりご自宅に訪問し打合せもあり
ます。ホールではセレモニーを行う為の準備、進
行、参列者の誘導、ご家族と打合せなどを行いま
す。本社３名、やすらぎホール２名の社員がおり
45歳以下
葬儀依頼受付（電話、来客対応）パソコンを使用
して葬儀の日程表、見積書、請求書作成、清掃等
になります。やすらぎホールでは、上記仕事の他
に葬儀終了後ホール片付けがあります。本社まで
葬儀に必要な物を取りに行って頂く事もあります
45歳以下
チェーン店居酒屋での調理業務全般。食材の仕込
み、調理、盛付け、調理器具や食器類の洗浄など
を行います。メニューはチェーン店定番品の他、
旬の料理などもあります。その他、掃除等行いま
す。
18歳以上
チェーン店居酒屋での調理業務全般に従事してい
ただきます。食材の仕込み、調理、盛付け、調理
器具や食器類の洗浄などを行います。メニューは
チェーン店定番品の他、旬の料理などもありま
す。その他、掃除等行います。
18歳以上
チェーン店居酒屋での調理業務全般に従事してい
ただきます。食材の仕込み、調理、盛付け、調理
器具や食器類の洗浄などを行います。メニューは
チェーン店定番品の他、旬の料理などもありま
す。その他、掃除等行います。
18歳以上
チェーン店居酒屋でのホール接客業務にに従事し
ていただきます。メニューの注文取り、料理の提
供、テーブルの片づけ、店舗清掃。また調理補助
をしていただく場合もあります。

雇用期間の定めなし

1人

正社員
調理（王将）≪急募≫

18歳以上
中華料理店での調理業務全般を行います。食材の
仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清掃などに
1人 なります。餃子が看板商品ですが、その他に定
食、麺類、ご飯物、揚げ物、サイドメニュー、デ
ザートなどの調理もあります。
不問
つぼ八宮古大通り店および新店舗（つぼ八）の調
理業務全般を行います。食材の仕込み、調理、盛
1人 り付け、食器洗い、清掃などです。また、ホール
接客、店舗運営全般を覚えていただきます。

雇用期間の定めなし
正社員
店長候補（つぼ八）
雇用期間の定めなし
正社員
店長候補（王将）≪急募≫
雇用期間の定めなし

1人

正社員
鉄骨製作工
雇用期間の定めなし

1人

正社員
現場管理補助員「建設」
雇用期間の定めなし
正社員
普通作業員・重機オペレー
ター「建設」
雇用期間の定めなし
正社員

2人

2人

18歳以上
中華料理店での調理業務全般を行います。食材の
仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清掃などに
なります。餃子が看板商品ですが、その他に定
食、麺類、ご飯物、揚げ物、サイドメニュー、デ
ザートなどの調理もあります。また、店舗運営全
不問
当社は建築鉄骨や海洋構造物を設計・製作してお
ります。鉄骨製作（ケガキ・組立）、機械加工
（切断、穴あけ、組立溶接、塗装）など作業内容
は色々とあります。製作したものを現場で組立、
溶接する場合もあります。
64歳以下
工事現場管理者の補助業務となります。将来現場
管理が出来るよう、測量、書類作成などの業務を
覚えていただきます。関連資格に関しては、働き
ながらの取得も可能ですので資格のない方もご応
募ください。
59歳以下
工事現場の普通作業員・重機オペレーターを募集
します。
バックホー等の建設重機オペレーターも工事現場
の状況によっては現場作業員としての業務があり
ます。関連資格（車両系建設機械免許他）に関し
59歳以下

普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分
会議資料等を作成できる 194,400円～194,400円
パソコン操作
（ワード、エクセル・パ
ワーポイント等）

普通自動車免許ＡＴ

岩手県盛岡市内丸１０－ いわて定住・交流
１ 岩手県政策地域部地 促進連絡協議会
域振興室内
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

127,542円～127,542円

03010- 9937581
岩手県下閉伊郡山田町境 株式会社 川秀
田町２－１
岩手県宮古市

中型自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

154,800円～154,800円

03030- 1630481
岩手県宮古市大字津軽石 岩手三八五流通株
第１０地割字向川原３５ 式会社宮古支店
－３７
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分
140,000円～250,000円 (2)20時00分～ 5時00分

03030- 1631781
岩手県下閉伊郡山田町豊 株式会社富士工業
間根７－４－１０
岩手県下閉伊郡山田町

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

142,700円～170,000円

03030- 1632881
岩手県下閉伊郡山田町豊 株式会社 エフ
間根第２地割３１－１
ビー
岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許一種

変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～17時00分
130,000円～150,000円 (2) 8時00分～20時00分
(3) 9時00分～ 0時00分

03030- 1635081
岩手県宮古市鍬ケ崎上町 マルヨシタクシー
１－２５
有限会社
岩手県宮古市

普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分
簿記検定（日商２級）
簿記検定（全商１級） 150,000円～250,000円
いずれか

岩手県宮古市

パソコン操作、実務経験

普通自動車免許一種
小型移動式クレーン
玉掛技能者

03030- 1610381
岩手県宮古市末広町５番 西川税理士法人
５号
宮古事務所

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分

210,000円～230,000円

03030- 1611681
岩手県宮古市実田１丁目 株式会社 ヤマウ
５－１３
チ
岩手県宮古市

小型移動式クレーン操作

普通自動車免許一種

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

150,000円～150,000円

03030- 1612981
岩手県宮古市板屋二丁目 合同会社 さかき
７－２１
仏具葬儀社
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時00分

150,000円～150,000円

03030- 1613581
岩手県宮古市板屋二丁目 合同会社 さかき
７－２１
仏具葬儀社
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～200,000円

03030- 1614481
岩手県宮古市近内第４地 株式会社 マルセ
割５２－３ ラフィネＡ イユ
１０２
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

03030- 1616881
岩手県宮古市近内第４地 株式会社 マルセ
割５２－３ ラフィネＡ イユ
１０２
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

03030- 1618181
岩手県宮古市近内第４地 株式会社 マルセ
割５２－３ ラフィネＡ イユ
１０２
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～200,000円

03030- 1619081
岩手県宮古市近内第４地 株式会社 マルセ
割５２－３ ラフィネＡ イユ
１０２
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1)11時00分～22時00分

200,000円～250,000円

03030- 1621581
岩手県宮古市大通４丁目 株式会社 マルセ
４－２０ ２Ｆ
イユ 大阪王将宮
古店
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

230,000円～230,000円

03030- 1622481
岩手県宮古市近内第４地 株式会社 マルセ
割５２－３ ラフィネＡ イユ
１０２
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1)10時00分～20時00分

220,000円～300,000円

03030- 1623781
岩手県宮古市大通４丁目 株式会社 マルセ
４－２０ ２Ｆ
イユ 大阪王将宮
古店
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

150,000円～220,000円

03030- 1624881
岩手県宮古市臨港通１番 有限会社 佐々木
７号
鉄工所
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
150,000円～270,000円 (2) 8時00分～16時30分

03030- 1626181
岩手県宮古市刈屋１０－ 株式会社 小山田
５－１
組
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
150,000円～270,000円 (2) 8時00分～16時30分

03030- 1627081
岩手県宮古市刈屋１０－ 株式会社 小山田
５－１
組
岩手県宮古市

03030- 1628381

2

工事現場管理「建設」

公共工事等当社請負の現場での施工管理、工程管
理、安全管理等全般に従事していただきます。現
2人 場は主に宮古市・下閉伊郡管内となり、現場間の
移動には社用車を使用していただきます。

雇用期間の定めなし
正社員
土木軽作業員
設」
雇用期間の定めなし

59歳以下
◆現場にて、土木作業の仕事を担当していただき
ます。

「建

5人

正社員
現場監督
雇用期間の定めなし
正社員
（請）重機オペレーター
（岩手県）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
（請）移動式クレーンオ
ペ、玉掛け、土工（岩手
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
（請）土木作業員（岩手
県）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
配達および食品加工（ルー
ト営業／宮古事業所）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

2人

1人

3人

138,000円～218,500円
【主な仕事内容】
＊土木工事の現場にての土工作業
64歳以下
◆土木工事現場にて、施工管理全般の仕事を担当
していただ きます。
【主な仕事内容】
＊土木工事現場にて施工管理・工程管理・安全管
64歳以下
＊ 土木工事における重機のオペレーター業務に
なります。
・ バックホー等建設重機のオペレーター作業業
務です。
不問
＊ 土木工事における移動式クレーンオペレー
ター、玉掛け
作業及び付随する土木作業にな
ります。
不問
＊ 土木工事における土工作業（手元）です。

1人

正社員以外
警備員Ａ（日給／宮古支
社）（有資格者）
雇用期間の定めなし
正社員
警備員Ｂ（日給／宮古支
社）
雇用期間の定めなし

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに
18歳～64歳
交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員

正社員
事務職（宮古事業所）
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

正社員
警備員Ａ（日給／山田支
社）（有資格者）
雇用期間の定めなし
正社員
警備員Ｂ（日給／山田支
社）
雇用期間の定めなし
正社員
警備員Ａ（日給／岩泉支
社）（有資格者）
雇用期間の定めなし
正社員
警備員Ｂ（日給／岩泉支
社）
雇用期間の定めなし
正社員
販売員（精肉）
雇用期間の定めなし
正社員以外
ホールスタッフ及び調理補
助
雇用期間の定めなし
正社員以外
医療事務
雇用期間の定めなし
正社員
運転手：岩泉≪急募≫
雇用期間の定めなし
正社員
運転手：宮古
雇用期間の定めなし
正社員

変形（１年単位）
普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
土木施工管理技士１級
土木施工管理技士２級 180,000円～300,000円

5人

10人

5人

10人

5人

10人

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに
18歳～64歳
交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員
＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに
18歳～64歳
交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員
＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに
18歳～64歳
交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員
＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに
18歳～64歳
交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員

変形（１年単位）
中型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
車両系基礎工事用運転
不整地運搬車運転技能 264,000円～286,000円
重機オペレーター経験及
び土木工事作業経験

64歳以下
レンタル用建設機械器具の配達に従事していただ
きます。８ｔ平ボデータイプのトラックの運転と
1人 なります。有資格者の方は建設重機、小型移動式
クレーン（ユニック）の操作があります。
64歳以下

岩手県宮古市

03030- 1629681
岩手県久慈市山形町荷軽 有限会社 谷地林
部３－１８
業

03100- 1022981
岩手県久慈市山形町荷軽 有限会社 谷地林
部３－１８
業

03100- 1023581
福島県いわき市小名浜愛 ユニックスエンジ
宕上１２－８
ニアリング 株式
会社
岩手県宮古市、他

変形（１年単位）
中型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
移動式クレーン運転士
玉掛技能者
176,000円～264,000円

07021- 2102581
福島県いわき市小名浜愛 ユニックスエンジ
宕上１２－８
ニアリング 株式
会社
岩手県宮古市、他

土木工事作業経験

中型自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

07021- 2103481
福島県いわき市小名浜愛 ユニックスエンジ
宕上１２－８
ニアリング 株式
会社
岩手県宮古市、他

土木工事作業経験

普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

144,320円～144,320円

07021- 2104781
岩手県八幡平市大更２１ 株式会社 肉の横
－５２－１
沢
岩手県宮古市

変形（１ヶ月単位）
(1)14時00分～22時00分

170,000円～181,000円

03010- 9609181
岩手県盛岡市本宮３－３ 株式会社 ＭＤＳ
４－８
岩手県宮古市

(1) 8時30分～17時20分

140,700円～140,700円
パソコン（ワード・エク
セル）の基本操作可能な
方

03010- 9620581
岩手県盛岡市向中野二丁 一般財団法人 東
目１４番２１号
北電気保安協会
岩手事業本部
岩手県宮古市

変形（１年単位）
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分
交通誘導警備１級又は
２級
154,000円～220,000円

03010- 9643381
岩手県盛岡市大通３丁目 株式会社 Ｍ・
９番１７－２０１号
Ｋ・Ｇ
岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

143,000円～220,000円

03010- 9723381
岩手県盛岡市大通３丁目 株式会社 Ｍ・
９番１７－２０１号
Ｋ・Ｇ
岩手県宮古市

変形（１年単位）
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分
交通誘導警備１級又は
２級
154,000円～220,000円

03010- 9724681
岩手県盛岡市大通３丁目 株式会社 Ｍ・
９番１７－２０１号
Ｋ・Ｇ
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許ＡＴ

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

143,000円～220,000円

03010- 9725981
岩手県盛岡市大通３丁目 株式会社 Ｍ・
９番１７－２０１号
Ｋ・Ｇ
岩手県下閉伊郡山田町

変形（１年単位）
普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分
交通誘導警備１級又は
２級
154,000円～220,000円

03010- 9726581
岩手県盛岡市大通３丁目 株式会社 Ｍ・
９番１７－２０１号
Ｋ・Ｇ
岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許ＡＴ

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

143,000円～220,000円

＊交通誘導警備、施設警備、ＪＲ列車見張などに
18歳～64歳
スーパーマーケット玉木屋において、精肉部門業
務に従事してただきます。パック詰め、品出し及
1人 び陳列、陳列した商品の管理、清掃業務、その
他、付随する業務をおこなっていただきます。
不問
居酒屋でのホール係と調理補助業務となります。
ホール係はお客様の注文取り、配膳、片付け、レ
2人 ジ操作等となります。調理補助として野菜カット
や調理の下ごしらえ、盛り付け、食器洗浄となり
ます。その他に店内の清掃等付随する業務を行っ
18歳以上
医療事務に係る業務を行っていただきます。受付
窓口での患者様の対応（受付・精算等）、レセプ
1人 ト入力、パソコン入力業務、電話対応、その他付
随する業務を行います。事務スタッフは他２５名
おります。
59歳以下
レンタル用建設機械器具の配達に従事していただ
きます。８ｔ平ボデータイプのトラックの運転と
1人 なります。有資格者の方は建設重機、小型移動式
クレーン（ユニック）の操作があります。

小山田

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

経験年数３年以上

176,000円～220,000円
不問
宮古事業所において、食肉・食品の配達を行って
いただきます。配達に伴う、食肉加工作業もあり
ます。

岩手県宮古市刈屋１０－ 株式会社
５－１
組

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

3人

＊軽トラ又は１ＢＯＸ車使用
不問
学習塾での小中学生への指導。
新規入会希望者への対応、各種イベントの企画、
1人 運営、掲示物の作成、月謝管理などを行っていた
だきます。
その他学習塾運営に関する
業務の補助業務。
59歳以下
宮古事業所において下記業務を担当していただき
ます。
1人 ・パソコンによる会計処理及び報告書の作成
・その他書類の整理と来客受付
・電話の受信取り次ぎ
不問
交通誘導警備、施設警備
（巡回、常駐、出入管理、列車見張）
機械警備機動要員

正社員以外
学習塾講師（正社員）（宮
古市）
雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種
変形（１年単位）
土木施工管理技士1級又
(1) 8時00分～17時00分
は
土木施工管理技士2級 150,000円～270,000円 (2) 8時00分～16時30分
公共工事現場管理経験者
測量、書類作成、積算な
どのスキルのある方
変形（１年単位）
普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分
準中型自動車免許

03010- 9734981
岩手県盛岡市大通３丁目 株式会社 Ｍ・
９番１７－２０１号
Ｋ・Ｇ
岩手県下閉伊郡岩泉町

変形(１週間単位非定型
的)
(1) 8時00分～17時00分

132,872円～143,240円

03010- 9735581
岩手県宮古市板屋１－６ 株式会社 玉木屋
－６
岩手県宮古市

(1)17時00分～ 0時00分

170,000円～250,000円

03030- 1601081
岩手県宮古市大通４丁目 居酒屋 大将
１－４
岩手県宮古市

変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分
181,600円～231,700円 (2) 8時30分～12時30分
パソコン操作（ワード・
エクセル）可能な方

03030- 1602381
岩手県宮古市大通一丁目 後藤泌尿器科皮膚
３－２４
科医院
岩手県宮古市

大型自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

128,000円～200,000円

03030- 1605581
岩手県宮古市板屋一丁目 株式会社 イブキ
２番７号
産業
岩手県下閉伊郡岩泉町

大型自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

128,000円～200,000円

03030- 1606481
岩手県宮古市板屋一丁目 株式会社 イブキ
２番７号
産業
岩手県宮古市

03030- 1607781

3

測量工
雇用期間の定めなし
正社員
（派）大手家電量販店での
スマホ受付案内［宮古市宮
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

2人

1人

有期雇用派遣
一般事務［岩手県宮古市］
雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

1人

正社員以外
４０ 保育士「保育」

技士の指示により測量に係る業務をしていただき
ます。工事現場等での測量、事務所内では測量し
た内容を計算、ＣＡＤ操作、図面作成等を行いま
す。現場での測量作業は３人１組で行います。
（社用車使用）現場は宿泊や日帰りとなります。
59歳以下
大手家電量販店スマホ売場での商品ＰＲや接客の
お仕事
例）・スマートフォン、タブレットのご提案
・サービス内容、料金プランのご案内
・機種変更、登録住所変更などの事務手続
不問
【主な担当業務】
・ＰＣ入力（書類作成等）
・票整理、ファイリング、書類整理
・庶務、雑務、その他
・来客（お茶汲み等）、電話対応
不問
いわいずみこども園等にて、園児の保育業務をし
ていただきます。園児数は、いわいずみこども園
がおよそ１４０名、おもとこども園およそ４０名
です。

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

2人

正社員以外
生活支援コーディネーター

不問
高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることがで
きるように関係者とネットワークを構築し、多様
1人 な生活支援サービスの体制整備業務を行っていた
だきます。なお、訪問の際は社用車（ＡＴ車）を
使用していただきます。
不問
【ライフプランニング】及び【ほけんプランニン
グ】
1人 顧客のライフプランに基づく資産運用や各種保険
のプランニングを提供する仕事です。採用後、
６ヶ月間は試用期間となり、金融商品の勉強や保
不問
当事務所において建設事業の事務を行っていただ
きます。主に伝票整理、簡単なパソコン入力、集
1人 計や資料作成、来客・電話対応、清掃等を行いま
す。郵便局等への外出用務をお願いする場合もあ
ります。
不問
宮古営業所において以下の業務を担当していただ
きます。

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
営業≪急募≫
雇用期間の定めなし
正社員
一般事務
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
正社員以外
業務全般（宮古営業所）
雇用期間の定めなし
正社員
調理／正社員
雇用期間の定めなし
正社員
ホール係／正社員
雇用期間の定めなし
正社員
販売員（店長候補）／船越
ＳＳ
雇用期間の定めなし

18歳以上
ホールスタッフ業務を行います。お客様から注文
を受けたり、料理や飲み物をの配膳、片付けにな
1人 ります。その他に、宴会の準備、片付け、皿洗
い、店内の清掃をしていただきます。

1人

正社員
フロント業務（夜勤あり）
雇用期間の定めなし

1人

正社員
作業員（山田営業所）
雇用期間の定めなし
正社員

パソコン操作（ワード・
エクセル）

1人

18歳以上
給油業務、接客、窓拭き、洗車、簡単な自動車整
備、タイヤ交換等の他、幹部候補として社員人材
管理、コスト管理、店舗全体の運営管理、シフト
作成等を行います。未経験の方でも将来の店長候
補として育成しますので、応募お待ちしていま
64歳以下
当社は主に建築鉄骨や海洋鋼構造物を設計、施工
しています。始めはパソコン（ＣＡＤ）を操作、
設計打合せ同行、顧客対応になります。
工場内での生産管理、品質管理、写真管理等があ
りますが、状況を見ながらとなります。未経験の
64歳以下
ビジネスホテルのフロント業務。宿泊予約の受け
付け、来客・宿泊客対応、宿泊料金の精算業務、
顧客管理などに伴うパソコン簡易操作、問合せ等
の電話対応などを行っていただきます。また、施
設管理として客室や施設内の簡単なチェック、朝
35歳以下
＊主な業務は産業廃棄物（廃プラスチック、木、
コンクリー ト、アルミなど）の分別および選別
作業となります。
（屋内での作業となります。）
その他、場内の片づけ作業など付随する業務
不問

下閉伊郡 岩泉町岩泉字 有限会社
三本松７－１３
測量

小野寺

岩手県下閉伊郡岩泉町

交替制あり
(1)10時00分～19時00分
168,000円～252,000円 (2)11時00分～20時00分

03030- 1609281
宮城県仙台市青葉区本町 株式会社 アイ
２丁目３－１０ 仙台本 ヴィジット 東北
町ビル７階
支店
岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ

フレックス
(1) 8時30分～17時15分
160,000円～170,000円 (2)10時00分～15時00分

ワード、エクセル（基本
操作）

保育士
幼稚園教諭免許
小学校教諭免許
いずれか

04010-26353981
宮城県仙台市青葉区堤通 株式会社 奥村組
雨宮町２－２５
東北支店
岩手県宮古市

(1) 8時30分～17時15分

168,287円～183,715円

04010-26496881
岩手県下閉伊郡岩泉町岩 岩泉町役場
泉字惣畑５９－５
岩手県下閉伊郡岩泉町

普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

141,500円～153,900円

03030- 1652681
岩手県下閉伊郡山田町山 社会福祉法人 山
田第１５地割８２番地２ 田町社会福祉協議
会
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時00分

150,000円～250,000円
パソコン（エクセル）操
作できる方（必須）

03030- 1653981
岩手県宮古市太田１－３ あんしんライフサ
－１３
ポート 合同会社
岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～140,000円
パソコン操作（ワード・
エクセル）が出来る方

普通自動車免許一種
(1) 8時15分～17時15分

160,000円～250,000円

○得意先への商品配送
（エリア：宮古市、岩泉町を中心に近隣地域）
35歳以下
当店において調理業務を担当します。和食、洋食
等のメニューが中心です。買い出し、調理下ごし
1人 準備、盛付、調理場清掃等を行います。買い出し
は社用車使用となります。

1人

(1) 8時30分～17時00分

160,000円～230,000円

1人

正社員
設計・工務
雇用期間の定めなし

普通自動車免許ＡＴ
測量士補

03030- 1655481
岩手県宮古市腹帯第１地 大豊建設株式会社
割２８－１
東北支店 大豊・
佐田特定建設工事
共同企業体
岩手県宮古市
03030- 1661981
岩手県盛岡市中野２丁目 株式会社 三ツ星
１５－１
商会
岩手県宮古市、他

調理師
普通自動車免許ＡＴ

(1)15時30分～23時30分

170,000円～180,000円

03010-10286781
岩手県宮古市大通４丁目 有限会社 常盤座
２番１号
（Ｒｏｊｉ）
岩手県宮古市

飲食店調理経験

(1)16時00分～ 0時00分

150,000円～150,000円

03030- 1662581
岩手県宮古市大通４丁目 有限会社 常盤座
２番１号
（Ｒｏｊｉ）
岩手県宮古市

普通自動車免許一種

変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～16時00分
161,160円～208,560円 (2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

03030- 1663481
岩手県下閉伊郡山田町船 株式会社 サカモ
越６－１４２－１２
ト
岩手県下閉伊郡山田町

普通自動車免許一種

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

160,000円～240,000円

03030- 1665881
岩手県宮古市臨港通１番 有限会社 佐々木
７号
鉄工所
岩手県宮古市

普通自動車免許ＡＴ

変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～14時30分
185,000円～185,000円 (2)14時00分～22時00分
(3)22時00分～ 7時00分

03030- 1666281
岩手県宮古市新町２－５ 有限会社 熊安旅
館（宮古セントラ
ルホテル熊安）
岩手県宮古市

変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

128,117円～162,750円

03030- 1667181
岩手県久慈市長内町３７ 有限会社 陸中商
－１２－８
会
岩手県下閉伊郡山田町

03100- 1068281
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